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序　　文
　2010 年 7 月 17 日に「臓器の移植に関する法律」の一部を改正する法律が施行され，本人の意思が不明な場合に
は家族の同意で脳死臓器提供が可能となったため，15 歳未満の小児からの脳死臓器提供が可能となった．その結
果，本学会の長年の悲願であった，体格の小さな小児の心臓移植・肺移植が法的に実施可能となった．そのため，
小児の心臓移植・肺移植の実施に向けて，さまざまな体制整備が行われたので，その現状を報告するとともに，
小児心臓移植・肺移植の適応ガイダンス，そして 10 歳以下の小児に対する日本循環器学会心臓移植適応評価小
委員会へのレシピエントデータシート（資料 1）を紹介する．
　改正法施行に先駆けて，まず成人の心臓移植施設の拡大が行われ，埼玉医科大学国際医療センター，岡山大学，
北海道大学が心臓移植施設として認定された．そのうえで，小児心臓移植施設を特定するための基準が心臓移植
関連学会協議会で定められ，6 施設が応募したが，国立循環器病研究センター病院，大阪大学，東京大学の 3 施
設が認定された．当初，移植関連学会合同委員会では，15 歳未満の小児の心臓移植を行う施設として認定された．
しかし，改正法施行以前も成人ドナーから移植可能な小児の心臓移植が行われていたことを理由に，小児心臓移
植の年齢制限を 15 歳未満から 10 歳以下に引き下げる要望書を，本学会と日本循環器学会と合同で提出し，2010

年 12 月 24 日から他の 6 施設でも 11 歳以上の小児の心臓移植が行えることになった．
　一方肺移植では，すでに小児の生体肺移植が実施されてきており，小児肺移植施設の特定を行わないこととなっ
た．また，心肺同時移植については，これまで認定されていた国立循環器病研究センター病院，大阪大学がとも
に小児心臓移植施設に認定されたことから，両施設で成人，小児ともに心肺同時移植が行えることになった（Table 

1）．
　小児の心臓移植，肺移植の適応を決定するうえで，成人とは異なる検討事項があり，また疾患ごとにも適応基
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Table 1   わが国の小児並びに成人の心臓・肺移植施設

11 歳以上 10 歳以下

心臓移植
国立循環器病研究センター病院，大阪大学，東京大学，東
京女子医科大学，東北大学，九州大学，埼玉医科大学国際
医療センター，岡山大学，北海道大学

国立循環器病研究センター病院，
大阪大学，東京大学

肺移植 東北大学，獨協医科大学，京都大学，大阪大学，岡山大学，
福岡大学，長崎大学 左に同じ

心肺同時移植 国立循環器病研究センター病院，大阪大学 左に同じ
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準が異なるため，本委員会でガイダンスを作成したので，参考にしていただければ幸いである．また，10 歳以下
の小児については，日本循環器学会心臓移植適応小委員会に申請するレシピエントデータシートも成人用とは異
なっているので，資料 1 に紹介する．
　心臓・肺の移植を必要と考えられる小児を受け持たれ，その患者様の移植適応判定，移植希望登録などについ
てご質問されたい方は，遠慮なく，上記の移植施設に直接連絡されるか，本委員会に学会事務局を通じて相談し
てください．

はじめに

　日本循環器学会では，主に成人を中心とした心臓移
植の適応基準が定められているが，小児では成人より
病期の進行が早い場合があることと，成人で必須とさ
れている検査（例えば，心筋生検，運動耐容能検査など）
が実施しにくいこと，β遮断薬・ACE 阻害薬の効果
についてもいまだ議論のあること，小児特有の疾患が
あること（先天性心疾患等）などから，成人とは違った
観点から心臓移植の適応を判定する必要がある．
　ここでは，日本小児循環器学会移植委員会として，
小児期心疾患の心臓移植適応を判定するためのガイダ
ンスを示す．

Ⅰ．小児の心不全のgrading

　NYHA 機能分類を新生児・乳幼児に当てはめるの
は困難である．したがって，NYHA 機能分類で判定
できない年齢では，哺乳力低下，体重増加不良，発育
障害，易感染性（特に繰り返す呼吸器感染），多呼吸・
努力性呼吸なども心不全の grading として考慮する．

Ⅱ．疾患ごとの判定ガイダンス

1．拡張型心筋症・拡張相の肥大型心筋症
　β遮断薬，ACE 阻害薬の有効性にはまだ議論があ
り，必ずしもこれらの薬剤の使用効果を必須の条件と
しなくて良い（重症心不全の小児例の予後は不良であ
り，薬剤の効果を判定する間に病期が進行し，心臓移
植の時期を逸し，救命できない例が多いため）．薬剤
治療に反応しない心不全症状を認めれば適応と考えら
れるが，文献から，十分な内科的治療を行ったうえで，
以下の所見を認める拡張型心筋症は予後不良であり，
心臓移植の適応と考えられる．
　Ⅰ　LVEDP > 25 mmHg1, 2）

　Ⅱ　LVEF < 30％1, 3）

　Ⅲ　治療抵抗性の致死性心室性不整脈1）

　Ⅳ　Near-death experience1）

　Ⅴ　 2 歳以降の onset1, 4）（なお，治療しても改善傾向
のない 2 歳未満の症例も適応と考える）

　Ⅵ　カテコラミンの使用1）

　なお，薬剤性等の二次性拡張型心筋症もこの基準に
準ずる．

2．拘束型心筋症
　小児期の本疾患は予後不良なことが多く，心臓移植
の適応となる場合がある．文献上，低年齢で発症した
症例，心室収縮力が保たれていても小さな心室に比べ
て心房の大きな症例は予後が悪い 5）．内科的治療を十
分に行っても以下の所見を認める拘束型心筋症は予後
不良であり，心臓移植の適応と考えられる．
　Ⅰ　 肺鬱血の所見（胸部 X 線所見（Kerley B lines な

ど），PCWP > 18 mmHg）6）

　Ⅱ　NYHA 機能分類 3 度以上6）

　Ⅲ　心房拡大（LA/ Ao > 1.5），心胸郭比 > 55％6, 7）

　Ⅳ　 肝鬱血の所見〔肝腫大，腹水，肝静脈の怒張，
時に蛋白漏出性胃腸症（PLE）〕6）

　Ⅴ　低年齢（特に 2 歳以前）の onset6, 7）

　原疾患が進行すると，肺鬱血のために高肺血管抵抗
になったり，肝鬱血のために鬱血性肝硬変になったり
する場合があるので，十分にこれらの評価を行うこと
が重要である．高肺血管抵抗の場合には心肺移植の適
応となる．後述するが，肺血管抵抗の可逆性をみるの
に，酸素負荷，一酸化窒素負荷は有用である8）．

3．左室低形成症候群（HLHS）9）

　欧米では新生児期・乳児期の心臓移植の適応の大半
を占める疾患であるが，欧米でもドナー不足が著しい
こと，Norwood から Fontan に至る治療成績が向上し
たことから，近年 HLHS に対する心臓移植は激減し
ている．このような中で明らかに心臓移植の適応とな
るのは，以下のような条件に当てはまる場合である．
　Ⅰ　高度三尖弁閉鎖不全
　Ⅱ　低右室駆出率（RVEF < 30％）

小児心臓移植の適応判定ガイダンス



日本小児循環器学会雑誌　第27巻　第３号44

152

　Ⅲ　冠不全（高度大動脈低形成等）
　Ⅳ　 総肺静脈還流異常合併（ただし肺静脈そのもの

の狭窄なし）10）

　Ⅴ　 心房中隔欠損が極めて小さくバルーンなどで拡
大できない場合

　Failed Norwood 症例も，全身状態が心臓移植の禁忌
とならない場合には心臓移植の適応と考えられる．

4．単心室型先天性心疾患
　単心室型先天性心疾患は，小児期～思春期の心臓移
植の適応となる先天性心疾患の代表である．Fontan 型
手術以前に心臓移植の適応となるものと，Fontan 型手
術以降に心臓移植の適応となるものに分けられる．
1）Fontan 型手術前11-14）

　Fontan 手術に耐術できない以下の条件を持った単心
室症例で，高肺血管抵抗，肺動脈・肺静脈低形成等の
心臓移植の禁忌を伴っていない場合には適応と考えら
れる．
　Ⅰ　軽度肺血管抵抗上昇（PVRI < 9 W.U・m2）
　Ⅱ　低体心室駆出率（SVEF < 30％）
　Ⅲ　高度房室弁逆流
　Ⅳ　カテコラミンの持続投与が必要な場合
　Ⅴ　治療抵抗性の致死的不整脈
　高肺血管抵抗（PVRI 9 W.U・m2 以上），肺動脈・肺
静脈低形成等を伴っている場合には，心臓移植の適応
ではなく，心肺移植の適応と考えられる．
2）Fontan 型手術後
　Fontan 型手術後，急性期から遠隔期にかけて，薬剤，
ablation，外科的治療で治療できない，以下のような
条件に当てはまる場合には適応と考えられる．
　Ⅰ　 治療抵抗性の心不全（特にカテコラミン持続点

滴を要する場合）
　Ⅱ　高度房室弁逆流
　Ⅲ　コントロールできない PLE13）

　Ⅳ　チアノーゼの著明な肺動静脈瘻14）

　Ⅴ　 高度左室流出路狭窄（外科的修復のできないも
の）

　Ⅵ　 薬 剤・ablation・ 外 科 治 療（TCPC conversion, 

Maze 手術など）に耐性の致死的不整脈
　多くの場合，肺血管抵抗は低く心臓移植の良い適応
となるが，病期が進みすぎて肝硬変などの合併症をき
たした場合は適応とならない．

5．その他の先天性心疾患
　症例ごとに検討される内容が変わってくると考える
ので，ここでは疾患名のみをあげる．

1）重症 Ebstein 奇形
　Starnes 手術，三尖弁形成等の外科治療を行っても
心不全の改善しない症例，等
2）冠動脈異常を伴う純型肺動脈閉鎖15）

　冠動脈瘻異常があって，肺動脈弁切開などの右室流
出路形成等の右室除圧手術が適応とならない症例，等
3）その他
　大血管転換手術，Bland-White-Garland 症候群などの
術後に，治療抵抗性の重症心不全に陥った場合，等（適
応基準は，拡張型心筋症に準じる）

6．心臓腫瘍
　横紋筋腫，線維腫などが心臓に広範囲または多発性
にあり，心臓を摘出しない限り根治性がないと考えら
れ，心臓以外に腫瘍がない場合に適応と考えられる．

7．川崎病
　虚血性心筋症に陥り，薬剤治療，冠動脈バイパス術，
経皮的冠動脈形成術（PCI）を行っても重症心不全が治
癒できない場合，または治療抵抗性の致死的不整脈を
認める場合16）．

Ⅲ．適応除外条件

　下記の条件を満たす場合には心臓移植の適応となら
ない．
1）高度の肝腎機能障害
2）高度精神神経障害
　精神発達遅延が強く家族の協力があっても，薬剤投
与が困難な場合を含む
3）全身性感染症
4）高肺血管抵抗（PVRI > 9 W.U・m2）
　高肺血管抵抗は心臓移植手術に耐術しないため，心
肺移植の適応となる．
　小児例では循環血液量が少ないので，成人のように
PVR ではなく，体格を考慮して PVRI で肺血管抵抗を
検討する．
　高肺血管抵抗の診断基準は未だ議論のあるところで
あるが，酸素吸入（100％），一酸化窒素吸入（最大 40

～ 80 ppm）などを行い PVRI が 9 W.U・m2 以下または
Transpulmonary gradient が 15 mmHg 以下となった場合
には，肺血管抵抗は可逆的であると考え，心臓移植の
適応としている施設が多い8）．
5）高度肺動脈低形成・肺静脈狭窄
　高肺血管抵抗とも関係してくるが，肺血管の異常例
は心肺移植の適応となる．心臓移植時に修復可能な肺
動脈狭窄，総肺静脈還流異常・部分肺静脈還流異常は
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心臓移植の適応となる．
　なお，これまでの海外の経験から，無脾症，多脾症17）

は，移植後の予後に差がないため，適応とされている．

Ⅳ．心臓移植の適応を判断する上で慎重を要する条件

　以下のような症例では，心臓移植の適応を慎重に判
定することが望ましい．
1）高度な側副血行路を認めるもの
2）肺静脈狭窄・肺動脈狭窄を認めるもの
3）複数の手術歴のあるもの
4）高度の肺動静脈瘻・蛋白漏出性胃腸症を伴うもの
5）医師が不適応と判断したもの 
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小児肺移植レシピエントの適応判定ガイダンス

はじめに

　本邦では，肺・心肺移植関連学会協議会において「肺・
心肺移植レシピエントの適応基準」が既に定められて
いるが，包括的な記載に留められている1）．このため
実際的な移植適応の判断には国際的な適応基準が利用
されている2, 3）．小児例に対する肺移植数は国際登録
では成人例の約 5％程度（2008 年 6 月の時点で肺移植

1,278 例，心肺移植 549 例）であり，年間手術例は 100

例程度に留まっており，現時点では臨床研究的要素が
内包されている4, 5）．小児では成人より病期の進行が
早いこと，成人で必須とされている検査（肺生検，肺
機能検査など）が実施し難いこと，小児特有の疾患が
あること，成人よりも高度な回復能力を有することな
どから，成人とは異なった観点から肺移植の適応を判
定する必要がある5）．
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　ここでは，日本小児循環器学会移植委員会として，
小児期心・肺疾患の肺移植適応を判定するためのガイ
ダンスを示す．

Ⅰ．一般的適応指針

　小児に対する肺移植は臨床研究的要素を内包してお
り，対象疾患にも試行段階的な疾患が含まれている．
本邦においては，症例がある程度蓄積され，移植術式
や免疫抑制なども含め技術的に安定するまでは，当面，
肺および心肺移植の適応対象はある程度限定されるべ
きである．
1） 進行性肺疾患・肺血管疾患で，移植以外に患者の生

命を救う有効な治療手段がない．
2） 移植医療を行わなければ，残存余命が限定されると

臨床医学的に判断される．
3） レシピエント本人および両親が精神的に安定してお

り，移植医療の必要性を認識し，これに対して積極
的態度を示すとともに，家族および患者をとりまく
環境に十分な協力体制が期待できる．

4） レシピエント本人および両親が移植手術後の定期検
査とそれに基づく免疫抑制療法の必要性を理解で
き，心理的，身体的に十分耐えられる．

Ⅱ．小児の心不全・呼吸不全のgrading

　NYHA 機能分類，Hugh-Jones 分類を新生児・乳幼
児に当てはめるのは困難である．したがって NYHA，
Hugh-Jones 分類で判定できない年齢では，哺乳力低下，
体重増加不良，発育障害，易感染性（特に繰り返す呼
吸器感染），多呼吸，努力性呼吸なども心不全・呼吸
不全の grading として考慮する必要がある．

Ⅲ．適応除外条件

1. 絶対的除外条件 2, 6-9）

　1）活動性の悪性腫瘍
　2）敗血症
　3）活動性の結核菌感染
　4）重篤な神経・筋疾患
　5）患者本人の理解困難と協力不能
　6）他臓器機能不全
　7）HIV 抗体陽性
　8）慢性活動性Ｂ型およびＣ型肝炎

2. 相対的除外条件2, 6-9）

　1）広範な胸膜癒着や瘢痕の存在
　2）極端な BMI の異常（肥満，るい痩）
　3）人工呼吸器装着状態

　4）重篤な筋骨格異常（側弯症）
　5）管理不良な糖尿病
　6）骨粗しょう症
　7）多剤耐性菌による慢性呼吸器感染症
　8）真菌感染
　9）結核菌感染

Ⅳ．肺移植と心肺移植の適応範囲について10, 11）

　肺の移植には肺単独移植と心肺同時移植の 2 つの移
植術式が存在する．歴史的には心肺移植のほうがより
早期から施行されてきたが，現在ではドナー臓器の最
大限の有効利用の観点から，心肺移植の適応範囲はア
イゼンメンジャー症候群，肺高血圧症，終末期心不全
を伴う実質性肺疾患に限定されてきている．アイゼン
メンジャー症候群では，複雑心奇形を伴い肺移植と同
時の心内修復手術では対応できない場合が，心肺移植
の適応である．肺高血圧症および実質性肺疾患に対し
ては，下記の基準による左心室機能に基づいて肺単独
移植と心肺移植の適応が判断されている．

1. 心肺移植の選択基準10）

　1）左室駆出率（LVEF）< 35％
　2）重度右室機能不全

2. 肺移植の選択基準11）

　1）左室駆出率（LVEF）≧ 35％
　2）左室拡張末期圧（LVEDP）< 10 mmHg

Ⅴ．生体部分肺移植の適応範囲について12, 13）

　生体部分肺移植は当初小児を対象に開発された移植
術式であり，体格の小さな小児に適した移植手法であ
る．親族 1 名または 2 名の生体ドナーから肺下葉の提
供を受けて移植手術を行うが，レシピエント予測肺活
量の 45 ～ 50％以上に相当する肺容量の提供が必要と
されている．移植後に成長する小児では，予測値の
80％以上のグラフト移植例の 5 年生存率は 57％であっ
たのに対して，80％未満では 26％に留まったことが
報告されている14）．小児に対する肺移植では，グラフ
トサイズがどれくらいの大きさまで許容されるかは現
時点では明確ではない．成人生体ドナーから提供を受
ける場合，体格差から一般的には対象となり得るレシ
ピエントの年齢下限は 4 ～ 5 歳である．
　他に小児など体格の小さなレシピエントに対応でき
る肺移植術式として，脳死ドナー肺を肺葉に分割して
移植する手法が報告されている15）．本邦では脳死ド
ナーに対するレシピエント選択基準にドナー予測肺活
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量に対する 70 ～ 130％の範囲がレシピエント予測肺
活量の適合範囲として設定されており16），現状では成
人の脳死ドナーから体格の小さな学童期以下の小児例
への分割肺移植は想定されておらずできない状況にあ
る．

Ⅵ．各疾患のガイダンス

　小児では，肺移植適応疾患は年齢により大きく異
なっている4）．新生児・乳児では先天性心疾患が最も
多く，欧米では小児全体では囊胞性線維症が最も多い
が，本邦では囊胞性線維症は非常に少ない．特発性肺
高血圧症を含めた肺血管疾患，間質性肺疾患，閉塞性
細気管支炎などが主要な適応疾患となっている．

1. 肺サーファファクタント欠損症7, 9）

　サーファファクタント protein B 欠損症については
呼吸不全が急速に進行するため，診断された時点が肺
移植施設へ照会のタイミングとされている．サーファ
ファクタント欠損症全般に対しては，内科的治療に反
応せず，間質性肺疾患または呼吸不全が進行する場合
が肺移植の適応である．診断には遺伝子解析，気管支
肺胞洗浄，肺生検などが必要である．ECMO 装着，
重篤な脳出血，他臓器不全は肺移植の禁忌である．

2. 肺動脈性肺高血圧症2, 6, 7, 9）

　プロスタサイクリンなどの血管拡張薬による薬剤治
療の進歩が著しいが，適切な内科的治療にもかかわら
ず心不全状態が改善しない場合は，肺移植施設へ照会
のタイミングである．以下の所見を認める場合は予後
不良であり，肺移植の適応である．診断では，他の病
因（膠原病，肺実質性病変，慢性血栓塞栓症，外科的
に修正可能な肺静脈閉塞疾患など）の除外が必要であ
る．小児例においても血行動態から予後を予測するモ
デルが報告されている17）．左室不全を伴う場合は心肺
移植の適応を考慮する．
　1） NYHA III 度または IV 度（肺血管拡張薬治療にも

かかわらず）
　2） 6 分間歩行テスト 350 m 未満（酸素吸入の有無は

問わない）
　3）治療抵抗性の失神発作
　4）喀血
　5）右心不全
　　
3. アイゼンメンジャー症候群7, 18）

　薬物治療にもかかわらず肺高血圧症が進行し運動耐
容能と QOL の悪化が出現した場合，肺移植と同時に

心内修復が可能な心房中隔欠損症，心室中隔欠損症，
動脈管開存症などは肺移植施設へ照会のタイミングで
ある．左室不全を伴う場合，単心室症など心内修復不
可能な場合は，肺移植の適応禁忌であり心肺移植の適
応を考慮する．治療にもかかわらず肺高血圧症が進行
する場合，薬剤抵抗性不整脈，喀血などがみられる場
合には予後不良であり肺移植の適応である．開胸手術
歴がある場合は，移植手術に伴い多量出血の危険性が
あるため慎重な検討が必要である．

4. その他の肺血管疾患8, 9）

　肺静脈狭窄症，肺静脈閉塞症などは一般的にはプロ
スタサイクリンなどの血管拡張薬による薬物療法は無
効であるため，診断された時点が肺移植施設へ照会の
タイミングである．肺胞毛細血管異形成の診断には開
胸肺生検が必要である．

5. 囊胞性線維症（気管支拡張症）7- 9）

　白人に見られる遺伝性疾患である囊胞性線維症は，
欧米では学童期以降の小児肺移植では最も多い適応疾
患となっている．対予測 1 秒量が 30％未満にまで悪
化した場合，入院治療頻度の増加，低酸素血症

（ < 50 Torr），高二酸化炭素血症（ > 55 Torr），持続的な
酸素吸入の必要性，呼吸不全状態の遷延，体重減少が
認められる場合は，肺移植施設へ照会のタイミングで
ある．適切な内科的治療にもかかわらず病勢が進行し，
対予測 1 秒量 30％未満の場合は，肺移植の適応である．
有効な治療薬剤のない多剤耐性の緑膿菌感染を伴う場
合は肺移植の禁忌と判断される．囊胞性線維症につい
ても予後を予測するモデルが報告されている19）．

6. 気管支肺異形成症7, 9）

　超未熟児の新生児呼吸不全において進行性の肺高血
圧症が認められる場合は，肺移植施設へ照会のタイミ
ングである．臨床的に改善がみられず人工呼吸管理が
遷延する場合，および酸素療法に反応しない肺高血圧
症が認められる場合は，肺移植の適応である．不可逆
的の重篤な合併症，重度知能発達遅延を伴う脳出血は
肺移植禁忌である．

7. び慢性肺疾患6, 7, 9）

　典型的な特発性肺線維症は小児ではみられないが，
種々の間質性肺炎，閉塞性細気管支炎，血鉄症などは
肺移植の適応疾患であり，診断後早期に肺移植施設へ
の照会が望ましい．適切な治療にもかかわらず明らか
に病勢が進行する場合は肺移植の適応である．血液悪
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性疾患に対する骨髄移植後の閉塞性細気管支炎など，
全身疾患に伴う肺病変については基礎疾患に対する評
価も必要である．
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患者登録番号

患者氏名(イニシャル)

年齢

男 女性別

☆　心臓移植レシピエント・カバーシート　☆
小児（10歳以下）/先天性心疾患

事務局使用

歳 ヵ月
受付年月日

チェックシート レシピエントカバーシート

レシピエントデータシート

追跡予後調査に関する同意書

施設内検討会報告書

各種専門医意見書・証明書

その他...

1

カバーレター　（簡潔にお書きください）

日本循環器学会心臓移植委員会

適応検討小委員会　御中

主治医

施設名

各種シートは

http://plaza.umin.ac.jp/%7Ehearttp/

よりダウンロード可能

申請年月日

心臓移植予定施設

患者登録番号

患者氏名(イニシャル)

生年月日

年齢

男 女性別

主治医

施設名

電話

FAX

診療部科

e-mail

☆　心臓移植レシピエント・データシート　小児・先天性　☆

２

事務局使用

心臓原疾患

胸部手術歴 有 無 補助循環 有 無

血液型 A B O AB RH (+) (-)

体重 身長

NYHA分類 I II III IV

体表面積

歳

（自動計算）

ヵ月

Ｋｇ ｃｍ

体心室EF（駆出率） mPA(平均肺動脈圧）

PAW(肺動脈楔入圧)

CI（心係数）

PVRＩ（肺血管抵抗指数）

PeakVO2

% mmHg（心カテデータ引用）

mmHg（心カテデータ引用）CO(心拍出量） L/min

(自動計算)L/min/m2

Wood・m2(自動計算)

最新の心臓カテーテル検査値

心不全入院歴 回

検査日

　（現在入院も回数に含める）

受付年月日

Panel Reactive Activity

移植のインフォームド

コンセント（家族）
済 未

追跡調査のインフォームドコンセント 済 未

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) (+) (-) MDRP(多剤耐性緑膿菌) (+) (-)

施設内適応検討会での検討 済 未

現病状　Status分類
1

2

3

補助人工心臓、IABP、または強心薬（カテコラミン、PDE-III）静注　使用中

上記以外で除外項目のないもの

除外項目のあるもの

脳血管障害 有 無 活動性感染症 有 無 肺梗塞（４週間以内） 有 無

慢性肺疾患 有 無 活動性消化性潰瘍 有 無

糖尿病 Ⅰ型 Ⅱ型 IGT 無精神神経学的疾患 有 無

全身性疾患 有 無

末梢血管障害 有 無 肝機能障害 有 無

高血圧 有 無 高脂血症 有 無 肥満（BMI>25） 有 無

腎機能障害 有 無

%

BMI （自動計算）

遺伝子異常 有 無 不明

先天性代謝異常 有 無 不明 筋ジストロフィ等 有 無 不明

染色体異常 有 無 不明

Ｑｐ／Ｑｓ（肺体血流比）

Wood・m2

Qp/Qs=1の時

Qp/Qsが1以外の時 PVRIの計算根拠

除外項目とは、下記に示すような、活動性感染症、体外循環禁忌と考えられる脳血管障害、4週間

以内の肺梗塞等、一時的に心臓移植の禁忌項目となる項目をさす

本人の移植のインフォームドアセント（小児）

インフォームドコンセント（成人） 済 未

6分間歩行 mml/kg/min 又は

二次性心筋症・先天性心疾患・その他場合の病名

患者氏名(イニシャル)

年齢

男 女性別

施設名

心臓原疾患
二次性心筋症・先天性心疾患・その他場合の病名

歳 ヶ月

３

現病歴 必ず発症年（推定）、初診年月日、入院年月日を加え、申請直前までの臨床経過を詳しく記載

すること。わかりやすく経時的に記載し、必要ならば検査データなども付け加えること。

心臓の概略図添付（先天性心疾患の場合、必須） 有 無

手術歴 有 無

心臓手術歴 有 無

心臓手術術式名 心臓手術日

ペースメーカ、CRT、ICD、CRT-D植込歴 無 PM CRT ICD CRT-D

既往歴

有の場合 →

飲酒歴 有 無

禁酒年月日

飲酒量

飲酒年数

有の場合 → ｇ/日

年

（アルコール換算表参照）
ビール

　大瓶　　　：633ml　　５％　 32g

　中ジョッキ：500ｍｌ　５％　 25ｇ

　缶ビール　：350ｍｌ　５％　 17.5ｇ

焼酎

　水割り　　：60ｍｌ　 25％　15ｇ

　缶チューハイ：300ｍｌ　6％　18ｇ

ウイスキー

　ダブル　　：60ｍｌ 43％ 26ｇ

　ボトル　　：720ｍｌ　 43％　310ｇ

日本酒：1合（180ｍｌ）　14％　25g

ワイン

　グラス　：120ml 14％　17ｇ

　ボトル　：750ｍｌ　 14％　105ｇ

アルコール換算表

喫煙歴 有 無

喫煙指数（ブリンクマン指数）

有の場合 → 本/日× 年

（自動計算）

禁煙年月日

輸血歴 有 無 妊娠歴 有 無

家族歴 有 無

血族結婚 有 無

家族構成

家族サポート

心疾患 突然死 悪性腫瘍 その他...

キーパーソン
待機中の経済的・精神的サポート

有の場合→

(具体的に記載)

４

臨床症状

NYHA分類 I II III IV

NYHA IV度の既往 有 無 咳痰 有 無 動悸 有 無

労作時息切れ・呼吸困難 有 無 発作性夜間呼吸困難 有 無 起坐呼吸 有 無

胸部圧迫感・胸痛 有 無 易疲労感 有 無 失神発作 有 無

身体所見

血圧

ラ音 有 無

肝腫大 有 無 浮腫 有 無

／ mmHg 脈拍数 ／分

遺伝子異常 有 無 不明

先天性代謝異常 有 無 不明

筋ジストロフィ等 有 無 不明

染色体異常 有 無 不明 有の場合→
有の場合→

有の場合→
有の場合→

染色体検査結果

遺伝子検査結果

先天性代謝異常疾患名

筋ジストロフィ等疾患名

コメント（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

易感染性 有 無体重増加不良 有 無 哺乳力低下（乳幼児の場合） 有 無

遺伝疾患等による症状

具体的な症状

精神発達遅滞 呼吸筋力低下 運動筋力低下 肝腎機能障害

 二回目

 三回目

 四回目

一回目

有 無

有の場合 →

SpO2(動脈血酸素飽和度）
（ｒｏｏｍ　ａｉｒ）

（％）

心音　　　所見

腹水 有 無

資料 1
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６）　ＲＩ心プール 有 無

ＲＩ心プール施行日 ＥＦ

７）　心筋シンチ 有 無

心筋シンチ施行日

心筋シンチ所見

８）　運動耐容能 有 無

運動耐容能施行日 Peak VO2

９）　肺機能検査 有 無

肺機能検査施行日

肺活量(L) ％肺活量 １秒率(%) ％DLCO

理由無の場合→

%

７

理由無の場合→

理由無の場合→

(mL/min/Kg)

理由無の場合→

10)　尿・便・血液検査所見

蛋白 尿糖 ケトン体 潜血

検尿 検尿施行日

検便施行日 便潜血検便

血算 WBC

( Stab Seg Lymph Mo Eo Baso

RBC Hb Ht

MCV MCH

Plat

MCHC

mm3

% % % % % % )

x104mm3 g/dL %

x104mm3

血液生化学

血算施行日

血液生化学施行日

Na

K

Cl

TP

Alb

T.Bil

D.Bil

AST

ALT

LDH

ALP

r-GTP

CPK

T.Chol

HDL-C

LDL-C

TG

Cr

CCr

FBS

HbA1C

BNP

ACE

CRP

NorAd

( LVAS使用 済 未

ｍEq/L

ｍEq/L

ｍEq/L

ｇ/ｄL

ｇ/ｄL

mg/dL

mg/dL

IU/L

IU/L

IU/L

IU/L

IU/L

IU/L

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mL/min

mg/dL

%

pg/mL

IU/L

mg/dL

mg/mL

(心サルコイドーシスが疑われる

場合は測定必須)

NT-proBNP pg/mL

6分間歩行 mPeak VO2, 6分間歩行のいずれかを記載

８

免疫学的検査及びウイルス抗体価など

Panel Reactive Activity %

HLA B C

DP DQ DR DQB1

梅毒脂質抗体測定（RPR法） (+) (-) TP抗体測定（TPHA法） (+) (-)

ツベルクリン（PPD）反応検査 (+) (-) HIV (+) (-)

EBV (+) (-)

CMV (+) (-)

トキソプラズマ (+) (-) HBsAg (+) (-) HBsAb (+) (-)

HCV (+) (-) 単純ヘルペス (+) (-) 水痘・帯状疱疹ヘルペス (+) (-)

EBV IgG EBV IgM

CMV IgG CMV IgM

その他の特殊検査

A

11)　精神神経科検査・評価 済 未

精神神経科検査・評価内容

歯科口腔外科的検査 済 未

腹部エコー検査 済 未

頭部CT/MRI 済 未 頭部CT/MRI施行日

頭部CT/MRI所見

上部消化管検査 済 未

下部消化管検査 済 未

泌尿器科的検査 済 未

産婦人科的検査 済 未

12)　その他 所　見

画像添付 頭部CT 頭部MRI 頭部MRA その他...

その他検査

EBV:　EBウイルス

ＣＭＶ：　サイトメガロウイルス

(発達障害を含む）

（高ＣＶＰ症例は必須）

腹部CT検査所見 済 未

（高ＣＶＰ症例は必須）

５

検査所見

胸部Ｘ線施行日

胸部Ｘ線写真添付 有 無

CTR 肺うっ血 有 無 胸水 有 無

心電図施行日

心電図所見

ホルター心電図施行日

ホルター心電図所見

１）　胸部Ｘ線

%

２）　心電図 心電図添付 有 無

ホルター心電図レポートサマリー添付 有 無３）　ホルター心電図

心室頻拍 持続性 非持続性 無

４）　心エコー

年月日

体心室拡張末期径(mm)

体心室収縮末期径(mm)

体心室内径短絡率(FS) (%)

体心室拡張末期容積(mL)

心室中隔厚(mm)

体心室後壁厚(mm)

体心室側心房径(mm)

大動脈径(mm)

体心室収縮末期容積(mL)

体心室房室弁閉鎖不全

肺心室側房室弁閉鎖不全

大動脈弁閉鎖不全

体心室壁運動

血栓 有 無

減速時間(DT, msec)

E/A

体心室駆出率(EF) (%)

有 無

自動計算

有 無 有 無

/その他

添付 無 Mモード ２D ドプラ 動画 その他...

左からより最近のデータを並べてください

心エコー所見

（先天性心疾患の場合）

６

５）　心臓カテーテル検査

右房圧

血行動態

/ / /右室（肺心室）圧 収縮期/拡張期

/ / /(        ) (        ) (        )肺動脈圧 収縮/拡張(平均）

年月日

肺動脈楔入圧

(        )(        )(        )

/ / /左室（体心室）圧 収縮期/拡張期

/ / /(        ) (        )大動脈圧 収縮/拡張(平均) (        )

心拍出量(L/min)

心係数(L/min/m2)

肺血管抵抗指数(Wood・m2)

自動計算 左からより最近のデータを並べてください

心拍数( /min)

(        ) (        ) (        )

左室造影施行日

理由

駆出率

左室拡張末期容積(mL)

左室収縮末期容積(mL)

左室拡張末期容積係数(mL/m2)

左室収縮末期容積係数(mL/m2)

左室（体心室）造影 有 無 無の場合→

%

左室壁運動

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

冠動脈造影 有 無

冠動脈造影施行日

理由無の場合→

#1 #2  #3 #4

#5 #6 #7 #8 #9 #10

#11 #12 #13 #14 #15

右冠動脈

左冠動脈

CTアンギオでの代用 有 無

心筋生検 有 無

心筋生検施行日 病理専門医の所見添付 有 無

線維化 (-) (+) (++) (+++)

細胞浸潤 (-) (+) (++) (+++)

心筋細胞肥大 (-) (+) (++) (+++)

その他

理由無の場合→

心大血管造影所見

（先天性心疾患の場合）

冠動脈起始異常（BWG) 有 無 有の場合→
所見

糖類蓄積の有無

脂質蓄積の有無

有 無 不明

有 無 不明

以下の左室は体心室の意

Qp/Qs（肺体血流比）

冠動脈造影添付心大血管血管造影添付 有 無 有 無
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カテコラミン

PDE-3阻害薬

h-ANP

ジギタリス

利尿薬

ACE阻害薬

ARB

硝酸薬

Ca拮抗薬

α-遮断薬

β-遮断薬

抗不整脈薬薬

抗凝固薬

抗血小板薬

13)　治療 日付 現在

薬剤名 用量 用量 に対するコメント/未投与の場合その理由

その他

IABP 無 現在使用中 過去に使用経験有

VAD 無 現在使用中 過去に使用経験有

ペースメーカ、CRT、ICD、CRT-D植込 無 PM CRT ICD CRT-D

CRT適応検討 済 未

ICD適応検討 済 未

CRT-D適応検討 済 未

CRT植込日

ICD植込日

CRT-D植込日

９

CRT/CRT-D適

応検討結果

↓
ウィーニングトライ経験の有無とその結果

ECMO 無 現在使用中 過去に使用経験有

14)　心臓移植を必要とする理由

検討会判定 適応 再評価 保留 不適応

コメント 有 無

事務局使用欄

１０


